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(57)【要約】
【課題】立体映像表示モジュールを提供する。
【解決手段】主に表示モジュール、電気変色モジュール
、制御素子と検出素子とを備える。表示モジュールによ
って、左目の映像と右目の映像が形成される。電気変色
モジュールは第１透明基板、第１透明導電素子、複数の
電気変色素子、一つの電解質層、複数の第２電気変色素
子、一つの第２透明導電素子と第２透明基板より組み合
わされる。第２電気変色素子は第１電気変色素子に対応
して、直交配列を形成する。制御素子は第１と第２透明
導電素子の電圧切換えに使用される。検出素子より立体
映像表示装置の回転方向を検知し検知信号を制御素子に
伝送され、第１または第２電気変色素子を変色させ、視
差バリアを形成する。
【選択図】図４Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　　第１透明基板と、
　　　前記第１透明基板の一端に設ける第１透明導電素子と、
　　　前記第１透明導電素子の一端に設ける複数の第１電気変色素子と、
　　　前記第１電気変色素子の一端に設ける電解質層と、
　　　前記電解質層の一端に設ける複数の第２電気変色素子と、
　　　前記第１電気変色素子に対して直交配列し、前記第２電気変色素子の一端に設ける
複数の第２透明導電素子と、
　　　前記第２透明導電素子の一端に設ける第２透明基板とを備えることを特徴とする、
電気変色モジュール。
【請求項２】
　　　第１保護層と第２保護層をさらに含み、前記第１保護層を前記電解質層と前記第１
電気変色素子との間に設けられ、前記第２保護層を前記電解質層と前記第２電気変色素子
との間に設けることを特徴とする、請求項１記載の電気変色モジュール。
【請求項３】
　　　前記第１保護層と前記第２保護層は二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、酸化アルミニウム
（Ａｌ2Ｏ3）、テトラメチルジシロキサン（Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌｏｘａｎ
ｅ）またはカーボン－ケイ素－酸素膜であることを特徴とする請求項２記載の電気変色モ
ジュール。
【請求項４】
　　　前記第１電気変色素子と前記第２電気変色素子の材料は陽極着色（ａｎｏｄｉｃ　
ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）の遷移金属酸化物、陰極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａ
ｔｉｏｎ）遷移金属酸化物、陰／陽極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ／ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏ
ｒａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物または有機電気変色材料より選択することを特徴とする、
請求項１記載の電気変色モジュール。
【請求項５】
　　　前記第１電気変色素子と前記第２電気変色素子の材料は、酸化クロム（Ｃｒ2Ｏ3）
、酸化ニッケル（ＮｉＯx）、イリジウム酸化物（ＩｒＯ2）、酸化マンガン（ＭｎＯ2）
、水酸化ニッケル(Ｎｉ（ＯＨ）2）、五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）とフェロシアン化第二
鉄(Ｆｅ4

［Ｆｅ（ＣＮ）6］3）より組み合わせる陽極着色（ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ
）遷移金属酸化物グループのいずれかを選択することを特徴とする、請求項4記載の電気
変色モジュール。
【請求項６】
　　　前記第１電気変色素子と前記第２電気変色素子の材料は酸化タングステン（ＷＯ3

）、酸化モリブデン（ＭｏＯ3）、酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ3）、酸化チタン（ＴｉＯ2）、チ
タン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ3）と五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）より組み合わせる
陰極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループのいずれ
かを選択することを特徴とする、請求項4記載の電気変色モジュール。
【請求項７】
　　　前記第１電気変色素子と前記第２電気変色素子の材料は酸化バナジウム（Ｖ2Ｏ2）
、酸化ロジウム（Ｒｈ2Ｏ3）と酸化コバルト（ＣｏＯx）より組み合わせる陰／陽極着色
（ｃａｔｈｏｌｉｃ／ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループの
いずれかを選択することを特徴とする、請求項4記載の電気変色モジュール。
【請求項８】
　　　前記有機電気変色材料はビピリジル（ｂｉｐｙｒｉｄｙｌｓ）、ビオロゲン（ｖｉ
ｏｌｏｇｅｎ）、アントラキノン（Ａｎｔｈｒａｑｕｉｎｏｎｅ）、テトラチアフルバレ
ン（Ｔｅｔｒａｔｈｉａｆｕｌｖａｌｅｎｅ）またはピラゾロン（ｐｙｒａｚｏｌｏｎｅ
）酸化還元形化合物とその派生物であることを特徴とする、請求項4記載の電気変色モジ
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ュール。
【請求項９】
　　　前記有機電気変色材料は、ポリアセチレン（Ｐｏｌｙａｃｅｔｙｌｅｎｅ）、ポリ
アニリン（Ｐｏｌｙａｎｉｌｉｎｅ）、ポリピロール（Ｐｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ）、ポリ
チオフェン（Ｐｏｌｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ポリ－３－アルキルチオフェン（Ｐｏｌｙ
－３－ａｌｋｙｌｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ポリフラン（Ｐｏｌｙｆｕｒａｎ）、ポリフェ
ニレン（Ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）、芳香族芳香族ポリアミド／ポリイミドまたはポ
リフェニレンビニレン（Ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｖｉｎｙｌｅｎｅ）導電重合物とそ
の派生物であることを特徴とする、請求項4記載の電気変色モジュール。
【請求項１０】
　　　前記有機電気変色材料は高分子金属錯体とその派生物であることを特徴とする、請
求項4記載の電気変色モジュール。
【請求項１１】
　　　前記有機電気変色材料は遷移金属とランタン系元素配位子の錯体とその派生物であ
ることを特徴とする、請求項4記載の電気変色モジュール。
【請求項１２】
　　　前記有機電気変色材料は金属フタロシアニンとその派生物であることを特徴とする
、請求項4記載の電気変色モジュール。
【請求項１３】
　　　前記有機電気変色材料はフェロセン（Ｆｅｒｒｏｃｅｎｅ）、鉄のチオシアン酸塩
［ｉｒｏｎ（ＩＩＩ）ｔｈｉｏｃｙａｎａｔｅ］を水溶液に溶かし、ヘキサシアノ鉄酸塩
をテトラシアノキノンに溶かし、またはテトラチオン酸塩をシアノメタンに溶かすことを
特徴とする請、求項4記載の電気変色モジュール。
【請求項１４】
　　　前記電解質層は固体電解質または液体電解質であることを特徴とする、請求項１記
載の電気変色モジュール。
【請求項１５】
　　　前記固体電解質はプロトン交換膜（Ｐｒｏｔｏｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｍｅｍｂｒ
ａｎｃｅ）であることを特徴とする、請求項14記載の電気変色モジュール。
【請求項１６】
　　　前記プロトン交換膜はアイオノマー膜（Ｉｏｎｏｍｅｒ　Ｍｅｍｂｒａｎｃｅ）、
有機／無機ハイブリッド膜（Ｏｒｇａｎｉｃ－Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　ｈｙｂｒｉｄｅ　Ｍ
ｅｍｂｒａｎｃｅ）、酸／アルカリ高分子膜（Ｍｅｍｂｒａｎｃｅ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　
ｐｏｌｙｍｅｒ　ａｎｄ　ｏｘ－ａｃｉｄｓ）であることを特徴とする、請求項15記載の
電気変色モジュール。
【請求項１７】
　　　前記アイオノマー膜は、ペルフルオロスルホン酸重合体（ｐｏｌｙｍｅｒｉｚｅｄ
　ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ，ＰＦＳＡ）膜であることを特徴とす
る、請求項16記載の電気変色モジュール。
【請求項１８】
　　　前記液体電解質は過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ4）、水酸化カリウム（ＫＯＨ）
、水酸化ナトリウ（ＮａＯＨ）またはケイ酸ナトリウム（Ｎａ2ＳｉＯ3）のいずれである
ことを特徴とする、請求項14記載の電気変色モジュール。
【請求項１９】
　　　前記第１、第２透明導電素子が複数あるとき、前記第１透明導電素子は間隔置きに
配列し、前記第１電気変色素子の間に設け、前記第２透明導電素子は間隔置きに配列し、
前記第２電気変色素子の間に設けることを特徴とする、請求項１記載の電気変色モジュー
ル。
【請求項２０】
　　　前記第１電気変色素子は前記第１透明導電素子の電圧変化により変色／褪色を制御
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し、前記第２電気変色素子は前記第２透明導電素子の電圧変化により変色／褪色を制御す
ることを特徴とする、請求項19記載の電気変色モジュール。
【請求項２１】
　　　左目の映像と右目の映像を形成する表示モジュールと、
　　　請求項１ないし20記載の前記電気変色モジュールと、
　　　それぞれ前記第１透明導電素子と前記第２透明導電素子に電気導通され、前記第１
透明導電素子と前記第２透明導電素子の電圧を切り換える制御素子と、
　　　前記制御素子と導通され、立体映像表示装置の回転方向を検出し、前記検出信号を
前記制御素子に伝送させ、前記第１電気変色素子または前記第２電気変色素子を変色させ
、前記視差バリアを形成する検出素子とを備えることを特徴とする、立体映像表示装置。
【請求項２２】
　　　前記検出素子はジャイロ装置（Ｇｙｒｏｓｃｏｐｅ）または光電式の方向センサー
であることを特徴とする、請求項21記載の立体映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明は一種の立体映像表示装置及びその電気変色モジュールに関し、特に一種の
方向を回転された立体映像を表示可能な立体映像表示装置及びその電気変色モジュールに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　現在、立体映像の視聴は、裸眼の立体映像とシャッター式メガネを着用し立体映像
を形成する２種類に分けられる。
【０００３】
　　　図１と２は、公知技術のシャッター式メガネ（ｓｈｕｔｔｅｒ　ｇｌａｓｓ）を利
用し立体映像を形成する立体映像表示装置の態様図と、同期制御プロセス概略図である。
この立体映像表示装置１において、バックライト１３の出射光は液晶表示パネル１２を通
過した後、左目、右目がそれぞれの時点におのおの左目の映像データと右目の映像データ
を視聴し、視角の分離効果を有する。交替に表示される左目の映像データと右目の映像デ
ータは、シャッター式メガネ１１と制御回路（図示していない）も同期に稼働しなければ
ならない。信号の切り換えにより、シャッター式メガネ１１の左目と右目のオン（Ｏｎ）
とオフ（Ｏｆｆ）を制御する。切換えタイミングと液晶表示パネル１２の受信映像との同
期が取れた後、左目の映像データが表示されている間に、右目の視線はシャッターによっ
て遮られる。これに対して、右目の映像データが表示されている間に、左目の視線はシャ
ッター式メガネによって遮られる。このように、左目、右目の映像データが高速で交互に
表示され、視覚の残像性効果により、立体の視覚効果を形成される。この種の立体映像の
結合方式は時分割法（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ）ともいう。
【０００４】
　　　このほか、一種の波長分割（Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ）は、左目
と右目の映像をまず赤気味と緑気味の画面処理を行い、視聴者の左目に赤色、右目に緑色
の色付きメガネを着用し右目は緑色の右目の映像のみを視聴できる。左と右に異なる色の
画面処理を利用し立体映像を構成される。
【０００５】
　　　さらに、一種のプルフリッヒ効果（Ｐｕｌｆｒｉｃｈ　ｅｆｆｅｃｔ）を利用した
立体映像表示装置がある。この種の立体映像表示装置はプルフリッヒ立体メガネを備え、
立体メガネのうち１枚のレンズはさらにニュートラルフイルタ（ｎｅｕｔｒａｌ　ｆｉｌ
ｔｅｒ）を有し、左と右の２枚レンズの光透過率はそれぞれ異なり、頭脳が暗い光色の刺
激に対する認知性が明るい光色の刺激より鈍い原理を利用し、光の錯覚を形成する。両眼
とも同じ映像を見ることはできるが、フィルタを介して映像を目から脳内に伝送する速度
を遅くしているため、仮想の空間深度を構築され立体効果を有する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】中華民国特許第Ｍ３６８０８８号整合式電気変色２Ｄ／３Ｄ表示装置
【特許文献２】中華民国特許第Ｍ３７１９０２号２Ｄ平面象／３Ｄ映像の表示画面を切り
換える表示装置
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　　　前述メガネの着用による立体映像を表示する方法は、技術度が成熟されているため
、幅広く映画、テレビ装置とプロジェクターの産業に使用されている。しかし、メガネ着
用が前提のため、もともと近視眼鏡または老眼鏡を着用されていた使用者にとって、間違
いなく面倒である。そして、公共場所に使用されると、衛生問題が残る。さらに、この種
のメガネを着用すると、めまい、吐き気などを引き起し、整理上に負担を生成するため、
この種の立体映像技術の発展を限られる。
【０００８】
　　　一方、裸眼立体表示技術は、レンチキュラー（ｌｅｎｔｉｃｕｌａｒ）レンズ、光
バリア式（Ｂａｒｒｉｅｒ）などに大きく分けられる。そのうち、レンチキュラーレンズ
は、多くの細長いストリップのレンズを軸方向に連続して配列させ、光学の屈折を利用し
て、左目と右目にそれぞれの視図を形成する。光バリア式に比べて、光の屈折により分光
の目的を実現しているため、光ロスが少なく、輝度も良い。しかし、レンズ構造の縁部に
屈折効果の限界があり、屈折効果が良くないか、またはレンチキュラーレンズを製造する
ときの制度管理が難しいことから、使用時に散乱光が発生しやく、全体の表示効果に影響
を与える。
【０００９】
　　　このほか、光バリア式は、一列のバリア物体を利用し、所定角度の光の出射を制限
し、所定角度の視図映像をそれぞれ左目と右目に伝送させ、立体映像を形成する仕組みで
ある。レンチキュラーレンズに比べ、単眼の映像の明瞭さは良いが、構造の特徴から全体
映像の輝度が低下し、映像の解像度も低下される。
【００１０】
　　　材料技術の発展に従い、電気変色（ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ）材料は電気導
通した後に、変色／褪色の特性を有するため、徐々に視差バリアに使用し始め、立体映像
を形成する。中華民国特許第Ｍ３６８０８８号整合式電気変色２Ｄ／３Ｄ表示装置（特許
文献１）、中華民国特許第Ｍ３７１９０２号２Ｄ平面象／３Ｄ映像の表示画面を切り換え
る表示装置（特許文献２）によれば、立体映像の視差バリア構造に電気変色材料を使用さ
れている。しかし、その構造に電解質層が設けられておらず、イオンを電気変色層に提供
する電子を欠けていたため、電気変色素子に酸化または可逆反応の発生および変色／褪色
することはできない。よって、前述特許実施不可能であろう。さらに、視差バリア装置の
透明電極層と電気変色材料層ともグリッドパターンが設けられているため、生産プロセス
における層を分けて塗布、スパッタリング、または蝕刻ないし各積層の精確な位置合わせ
など、生産プロセスは極めて複雑のほか、抵抗値が高くなり、応答時間が遅くなる一方、
すべての積層がグリッドパターンになっているため、グリッドパターン同士の中間に中空
区域を形成し、光線全体の透過、屈折または反射に影響する恐れがあり、一般の２Ｄ表示
であっても、表示装置の映像品質に影響し、色差または輝度の不均衡問題を引き起こす。
【００１１】
　　　さらに、公知の立体映像表示技術は、一つ方向による立体映像表示しかできない。
現在大量に使用されている携帯電話機、携帯型情報端末、乗物のナビゲーション装置など
の携帯式電子製品にとって、使用者が特定の方向に回さないと、立体映像を視聴すること
ができない。角度に対応して立体表示ができなく、大きいな不便をきたす。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　　　本発明の主な目的は、表示装置を水平または垂直方向に回転されても立体映像を表
示できる一種の立体映像表示装置及びその電気変色モジュールを提供する。
【００１３】
　　　前述目的を達成するため、本発明の電気変色モジュールは第１透明基板、第１透明
導電素子、複数の電気変色素子、一つの電解質層、複数の第２電気変色素子、一つの第２
透明導電素子と第２透明基板より組み合わされる。
【００１４】
　　　そのうち、電気変色モジュールは第１保護層と第２保護層をさらに含み、第１保護
層を電解質層と第１電気変色素子との間に設け、第２保護層は電解質層と第２電気変色素
子との間に設ける。
【００１５】
　　　そのうち、第１保護層と第２保護層は二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、酸化アルミニウ
ム（Ａｌ2Ｏ3）、テトラメチルジシロキサン（Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌｏｘａ
ｎｅ）またはカーボン－ケイ素－酸素膜である。
【００１６】
　　　そのうち、第１透明基板と第２透明基板の材料はプラスチック、高分子プラスチッ
ク、ガラスまたは樹脂、ポリエチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅ
ｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ，　ＰＥＴ）、ポリカーボネート（Ｐｏｌｙ　Ｃａｒｂｏｎａｔ
ｅ，　ＰＣ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ，　ＰＥ）、ポリ塩化ビニル（
Ｐｏｌｙ　Ｖｉｎｙｌ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ，　ＰＶＣ）、ポリプロピレン（Ｐｏｌｙ　Ｐ
ｒｏｐｙｌｅｎｅ，　ＰＰ）、ポリスチレン（Ｐｏｌｙ　Ｓｔｙｒｅｎｅ，　ＰＳ）、ポ
リメタクリル酸メチル（Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，　ＰＭＭＡ）
より組み合わせるプラスチック重合体のいずれかを選択できる。
【００１７】
　　　そのうち、第１電気変色素子を第１透明基板に設ける方法は、ゾルゲル（Ｓｏｌ－
ｇｅｌ）法、真空スパッタリング（Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）法、電気めっき（Ｐｌａｔｉ
ｎｇ）法、スクリーン印刷、吹き付け、陽極酸化（Ａｎｏｄｉｚｉｎｇ）法、光重合（ｐ
ｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）法、電気泳動法、電気化学析出法またはレーザ
ー蝕刻法より選択される。
【００１８】
　　　そのうち、第２電気変色素子を第２透明基板に設ける方法は、ゾルゲル（Ｓｏｌ－
ｇｅｌ）法、真空スパッタリング（Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）法、電気めっき（Ｐｌａｔｉ
ｎｇ）法、スクリーン印刷、吹き付け、陽極酸化（Ａｎｏｄｉｚｉｎｇ）法、光重合（ｐ
ｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）法、電気泳動法、電気化学析出法またはレーザ
ー蝕刻法より選択される。
【００１９】
　　　そのうち、第１電気変色素子と第２電気変色素子の材料は、陽極着色（ａｎｏｄｉ
ｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）、陰極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）お
よび陰／陽極変色（ｃａｔｈｏｄｉｃ／ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）より組み
合わせる遷移金属酸化物グループのいずれかまたは有機電気変色材料より選択する。
【００２０】
　　　そのうち、第１電気変色素子と第２電気変色素子の材料は、酸化クロム（Ｃｒ2Ｏ3

）、酸化ニッケル（ＮｉＯx）、イリジウム酸化物（ＩｒＯ2）、酸化マンガン（ＭｎＯ2

）、水酸化ニッケル(Ｎｉ（ＯＨ）2）、五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）とフェロシアン化第
二鉄(Ｆｅ4［Ｆｅ（ＣＮ）6］3）より組み合わせる陽極着色（ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒ
ａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループのいずれかを選択する。
【００２１】
　　　そのうち、第１電気変色素子と第２電気変色素子の材料は酸化タングステン（ＷＯ

3）、酸化モリブデン（ＭｏＯ3）、酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ3）、酸化チタン（ＴｉＯ2）、
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チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ3）と五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）より組み合わせ
る陰極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループのいず
れかを選択する。
【００２２】
　　　そのうち、第１電気変色素子と第２電気変色素子の材料は酸化バナジウム（Ｖ2Ｏ2

）、酸化ロジウム（Ｒｈ2Ｏ3）と酸化コバルト（ＣｏＯx）より組み合わせる陰／陽極着
色（ｃａｔｈｏｌｉｃ／ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループ
のいずれかを選択する。
【００２３】
　　　そのうち、第１電気変色素子と第２電気変色素子の材料は酸化還元化合物とその派
生物の有機電気変色材料、導電重合物及びその派生物の有機電気変色材料、高分子金属錯
体及びその派生物の有機電気変色材料、遷移金属とランタン元素の配位子錯体及びその派
生物の有機電気変色材料、金属フタロシアニン及びその派生物の有機電気変色材料などの
いずれか、または有機電気変色材料がフェロセン（Ｆｅｒｒｏｃｅｎｅ）、トリス（チオ
シアン酸）鉄（ＩＩＩ）［ｉｒｏｎ（ＩＩＩ）　ｔｈｉｏｃｙａｎａｔｅ］を水溶液に溶
かせて、ヘキサシアノ鉄酸塩をテトラシアノキノン、テトラチオン酸塩をシアノメタンに
溶かせる。
【００２４】
　　　そのうち、電解質層は固体電解質または液体電解質である。
【００２５】
　　　そのうち、固体電解質はプロトン交換膜（Ｐｒｏｔｏｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｍｅ
ｍｂｒａｎｃｅ）である。
【００２６】
　　　そのうち、プロトン交換膜はアイオノマー膜（Ｉｏｎｏｍｅｒ　Ｍｅｍｂｒａｎｃ
ｅ）、有機／無機ハイブリッド膜（Ｏｒｇａｎｉｃ－Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　ｈｙｂｒｉｄ
ｅ　Ｍｅｍｂｒａｎｃｅ）、酸／アルカリ高分子膜（Ｍｅｍｂｒａｎｃｅ　ｂａｓｅｄ　
ｏｎ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ａｎｄ　ｏｘ－ａｃｉｄｅｓ）またはペルフルオロスルホン酸重
合体（ｐｏｌｙｍｅｒｉｚｅｄ　ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ，ＰＦ
ＳＡ）膜である。
【００２７】
　　　そのうち、液体電解質は過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ4）、水酸化カリウム（Ｋ
ＯＨ）、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）またはケイ酸ナトリウムなどである。
【００２８】
　　　前述目的を達成するため、本発明の立体映像表示装置は、表示モジュール、電気変
色モジュール、制御素子と検出素子とを備える。
【００２９】
　　　表示モジュールによって、左目の映像と右目の映像が形成される。電気変色モジュ
ールは前述の構造と材質である。制御素子は、第１透明導電素子と第２透明導電素子の電
圧切換えに使用される。検出素子は制御素子と導通され、検出素子は立体映像表示装置の
回転方向を検出し、検出信号を制御素子に伝送させ、第１電気変色素子または第２電気変
色素子を変色させ、視差バリアを形成する。
【００３０】
　　　そのうち、検出素子はジャイロ装置（Ｇｙｒｏｓｃｏｐｅ）または光電式の方向セ
ンサーである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】公知技術のシャッター式メガネにより立体映像を形成する立体映像表示装置の態
様図である。
【図２】公知技術のシャッター式メガネにより立体映像を形成する同期制御プロセスの概
略図である。
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【図３】本発明の立体映像表示装置実施例１のブロック図である。
【図４Ａ】本発明の立体映像表示装置の実施例１に使用された電気変色モジュールと表示
モジュールを結合された分解図である。
【図４Ｂ】本発明の立体映像表示装置の実施例１に使用された電気変色モジュールと表示
モジュールを結合された立体図である。
【図４Ｃ】本発明の立体映像表示装置の実施例１に使用された電気変色モジュールと表示
モジュールを結合された断面視図である。
【図５】本発明の立体映像表示装置実施例１の立体図である。
【図６】本発明の立体映像表示装置の実施例１に使用された電気変色素子の第１変色態様
図である。
【図７】本発明の立体映像表示装置実施例１の立体映像結像の第１態様図である。
【図８】本発明の立体映像表示装置実施例１の立体映像結像の第２態様図である。
【図９】本発明の立体映像表示装置実施例１回転後の立体図である。
【図１０】本発明の立体映像表示装置の実施例１に使用された電気変色素子の第２変色態
様図である。
【図１１】本発明の立体映像表示装置実施例２のブロック図である。
【図１２】本発明の立体映像表示装置の実施例２に使用された電気変色モジュールの断面
視図である。
【図１３】本発明の立体映像表示装置実施例３のブロック図である。
【図１４】本発明の立体映像表示装置の実施例３に使用された電気変色モジュールの断面
視図である。
【図１５】本発明の立体映像表示装置実施例４のブロック図である。
【図１６】本発明の立体映像表示装置の実施例４に使用された電気変色モジュールの断面
視図である。
【図１７】本発明の立体映像表示装置実施例５のブロック図である。
【図１８】本発明の立体映像表示装置の実施例５に使用された電気変色モジュールの断面
視図である。
【図１９】本発明の立体映像表示装置の実施例５に使用された電気変色モジュールの第１
と第２電気変色素子の態様図である。
【図２０】本発明の立体映像表示装置実施例６のブロック図である。
【図２１】本発明の立体映像表示装置の実施例６に使用された電気変色モジュールの断面
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　　　審査官の方々が本発明の内容のさらなる理解を図るため、以下にて図面と合わせて
説明する。
【実施例】
【００３３】
　　　図３、４Ａ、４Ｂ及び４Ｃ、それぞれ本発明の立体映像表示装置実施例１のブロッ
ク図、使用された電気変色モジュールを表示モジュールに結合された分解図、使用された
電気変色モジュールを表示モジュールに結合された立体図および使用された電気変色モジ
ュールを表示モジュールに結合された断面視図を参照する。図において、立体映像表示装
置２は、主に表示モジュール２１、電気変色モジュール２２、制御素子２３と検出素子２
４とを備える。
【００３４】
　　　表示モジュール２１によって、左目の映像Ｌと右目の映像Ｒが形成される。表示モ
ジュール２１はソフトウェアまたはファームウェアであり、平面像を左目の映像Ｌと右目
の映像Ｒを含めた重ね映像に置き換えるか、または直接に左目の映像Ｌと右目の映像Ｒよ
り形成される重ね映像に含まれる表示信号ソースである。このほか、表示モジュール２１
は液晶表示ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＬＣＤ）、
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プラズマディスプレイパネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ，ＰＤＰ）、
表面電界ディスプレイ（Ｓｕｒｆａｃｅ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｅ
ｍｉｔｔｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＳＥＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（Ｆｉ
ｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＦＥＤ）、真空蛍光表示管（Ｖａｃｕｕｍ
　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＦＥＤ）、有機発光ダイオードディスプレ
イ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，ＯＬＥＤ）または電
子ペーパー　（Ｅ－Ｐａｐｅｒ）のいずれかである。
【００３５】
　　　電気変色モジュール２２は第１透明基板２２１、第１透明導電素子２２２、複数の
電気変色素子２２３、一つの電解質層２２４、複数の第２電気変色素子２２５、一つの第
２透明導電素子２２６と第２透明基板２２７と少なくとも一つのバリア層２２８を含む。
本実施例において、バリア層２２８の配置方式は図面に限られず、単片により電解質層２
２４の周りに繞設するか、または多片により電解質層２２４の周りに繞設することができ
、電解質層２２４の液漏れがないことを達成できる設置方式であれば、本発明の請求範囲
に含まれる。
【００３６】
　　　第１透明基板２２１を表示モジュール２１の上部表面に設けられている。第１透明
導電素子２２２を第１透明基板２２１の上方に設けられている。本実施例において、第１
透明基板２２１と第２透明基板２２７は平板状、薄い片状と透明状であっても良い。第１
透明基板２２１と第２透明基板２２７の材料はプラスチック、高分子プラスチック、ガラ
スまたは樹脂、テレフタル酸ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔ
ｈａｌａｔｅ，ＰＥＴ）、ポリカーボネート（Ｐｏｌｙ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ，ＰＣ）、
ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ，ＰＥ）、ポリ塩化ビニル（Ｐｏｌｙ　Ｖｉｎ
ｙｌ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ，ＰＶＣ）、ポリメタクリル酸メチル（Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍ
ｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，ＰＭＭＡ）またはこれらと混合されたラスチックポリマのいず
れかである。
【００３７】
　　　第１電気変色素子２２３を第１透明導電素子２２２の上方に設ける。電解質層２２
４を第１電気変色素子２２３の上方に設ける。第２電気変色素子２２５を電解質層２２４
の上方に設ける。第２透明導電素子２２６を第２電気変色素子２２５の上方に設ける。最
後に、第２透明基板２２７を第２透明導電素子２２６の上方に設けて、第１電気変色素子
２２３、第２電気変色素子２２５、電解質層２２４、第１透明導電素子２２２と第２透明
導電素子２２６を第１透明基板２２１と第２透明基板２２７との間に封止させる。そのう
ち、第１電気変色素子２２３と第２電気変色素子２２５は正交して配列される。すなわち
、第１電気変色素子２２３を水平に配列するときは、第２電気変色素子２２５は垂直に配
列される。これに対して、第１電気変色素子２２３を垂直に配列するときは、第２電気変
色素子２２５は水平に配列される。
【００３８】
　　　そのうち、第１電気変色素子２２３と第２電気変色素子２２５はそれぞれ第１透明
導電素子２２２と第２透明導電素子２２６との表面に覆う。設置の方式はゾルゲル法（ｓ
ｏｌ－ｇｅｌ）、真空スパッタリング（ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）法、電気めっき（ｐｌａ
ｔｉｎｇ）法、スクリーン印刷、吹き付け、陽極酸化法（Ａｎｏｄｉｚｉｎｇ）、光重合
法（ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）、レーザー蝕刻法、電気泳動または電気
化学析出法などによる。第１電気変色素子２２３と第２電気変色素子２２５の材料は、主
に陽極着色（ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）、陰極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ　ｃ
ｏｌｏｒａｔｉｏｎ）または陰／陽極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ／　ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌ
ｏｒａｔｉｏｎ）より組み合わせる遷移金属酸化物グループのいずれか、または有機電気
変色材料を選択する。一般として、陽極着色（ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）の
材料は主に酸化クロム（Ｃｒ2Ｏ3）、酸化ニッケル（ＮｉＯx）、酸化イリジウム（Ｉｒ
Ｏ2）、酸化マンガン（ＭｎＯ2）、フェロシアン化第二鉄（Ｆｅ4［Ｆｅ（ＣＮ）6］3）
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または水酸化ニッケル（Ｎｉ（ＯＨ）2）より組み合わせる陽極着色（ａｎｏｄｉｃ　ｃ
ｏｌｏｒａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループのいずれかを選択する。陰極着色（ｃａｔ
ｈｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）の材料は主に酸化タングステン（ＷＯ3）、酸化モ
リブデム（ＭｏＯ3）、酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ3）、酸化チタン（ＴｉＯ2）、チタン酸スト
ロンチウム（ＳｒＴｉＯ3）および五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）より組み合わせる陰極着
色（ｃａｔｈｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループのいずれか選択
する。陰／陽極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ／ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ）材料は
主に酸化バナジウム（Ｖ2Ｏ2）、酸化ロジウム（Ｒｈ2Ｏ3）または酸化コバルト（ＣｏＯ

x）より組み合わせる陰／陽極着色（ｃａｔｈｏｄｉｃ　／　ａｎｏｄｉｃ　ｃｏｌｏｒ
ａｔｉｏｎ）遷移金属酸化物グループのいずれかを選択する。さらに、有機電気変色材料
はビピリジル（ｂｉｐｙｒｉｄｙｌｓ）、ビオロゲン（ｖｉｏｌｏｇｅｎ）、アントラキ
ノン（Ａｎｔｈｒａｑｕｉｎｏｎｅ）、テトラチアフルバレン（Ｔｅｔｒａｔｈｉａｆｕ
ｌｖａｌｅｎｅ）またはピラゾロン（ｐｙｒａｚｏｌｏｎｅ）酸化還元形化合物とその派
生物、あるいはポリアセチレン（Ｐｏｌｙａｃｅｔｙｌｅｎｅ）、ポリアリニン（Ｐｏｌ
ｙａｎｉｌｉｎｅ）、ポリピロール（Ｐｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ）、ポリチオフェン（Ｐｏ
ｌｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ポリ－３－アルキルチオフェン（Ｐｏｌｙ－３－ａｌｋｙｌ
ｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ポリフラン（Ｐｏｌｙｆｕｒａｎ）、ポリフェニレン（Ｐｏｌｙ
ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）、芳香族ポリアミド／ポリイミドまたはポリフェニレンビニレン（
Ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｖｉｎｙｌｅｎｅ）導電重合物とその派生物、もしくはポリ
金属錯化合物とその派生物、または遷移金属とランタン系元素の配位子錯化合物とその派
生物、もしくは金属フタロシアニンとその派生物、またはフェロセン（Ｆｅｒｒｏｃｅｎ
ｅ）、鉄のチオシアン酸塩［ｉｒｏｎ（ＩＩＩ）ｔｈｉｏｃｙａｎａｔｅ］を水溶液に溶
かし、ヘキサシアノ鉄酸塩（ｈｅｘａｃｙａｎｏｆｅｒｒａｔｅ）をテトラシアノキノン
に溶かし、またはテトラチオン酸塩溶をシアノメタンに溶かせる。
【００３９】
　　　本実施例において、電解質層２２４は液体電解質である。
【００４０】
　　　そのうち、液体電解質は過塩素酸リチウム（ＬｉＣｌＯ4）、水酸化カリウム（Ｋ
ＯＨ）、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）またはケイ酸ナトリウム（Ｎａ2ＳｉＯ3）などで
ある。
【００４１】
　　　バリア層２２８の両端部はそれぞれ第１透明基板２２１と第２透明基板２２７に当
接され、電解質層２２４を電気変色モジュール２２に封止させる。
【００４２】
　　　制御素子２３はそれぞれ第１透明導電素子２２２と第２透明導電素子２２６と電気
導通されている。
【００４３】
　　　検出素子２４を制御素子２３に電気導通され、検出素子２４は立体映像表示装置２
の水平基準面の方向を検出して、検出信号２４１を制御素子２３に伝送される。本実施例
において、検出素子２４はジャイロ装置（Ｇｙｒｏｓｃｏｐｅ）または光電式の方向セン
サーである。
【００４４】
　　　そのうち、第１電気変色素子２２３と第２電気変色素子２２５は電気変色材料から
なり、電位を印加し、酸化または還元の可逆反応により色変化を引き起こされる。第１電
気変色素子２２３と第２電気変色素子２２５の稼働原理は、電気変色材料内部の遷移金属
素子のイオン価の改変により、変色または褪色を引き起こされる。
【００４５】
　　　図５ないし８、本発明の立体映像表示装置実施例１の立体図、電気変色素子の第１
変色態様図、立体映像結像の第１態様図および立体映像結像の第２態様図を参照する。立
体映像表示装置２は自らの画面の平面を基準面に定義し、この基準面に垂直する軸を回転
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基軸に定義する。この基準面の水平の軸方向と垂直の軸方向をそれぞれ水平方向と垂直方
向に定義する。すなわち、回転基軸に対して、１／４周を回転するたびに、第１、第２透
明導電素子２２２、２２６のバイアス電圧を改変して、水平方向または垂直方向の視差バ
リアを切り換える。たとえば、立体映像表示装置２が水平方向に置かれているとき、制御
素子２３よりバイアス電圧をそれぞれ第１透明導電素子２２２と第２透明導電素子２２６
に印加させる。このとき、電解質層２２４に格納されたイオンは第２電気変色素子２２５
に拡散し移動されると共に、第２透明導電素子２２６から第２電気変色素子２２５に移動
して、第２電気変色素子２２５の電気の中性を維持する。電子とイオンを同時に第２電気
変色素子２２５に注入された後、第２電気変色素子２２５の酸化還元状態は次第に改変さ
れ、第２電気変色素子２２５の屈折率と透過率を改変され、透明から着色状態に改変され
、不透明の遮光区域を形成して、視差バリアとして配列される。これにより、表示モジュ
ール２１より形成される左目の映像Ｌと右目の映像Ｒによって重ね合わせた多重映像は、
遮光区域を通過した後、一部の重ね映像区域が排除されて、肉眼Ｅで視聴するときモアレ
は発生されない。人間の目に両眼視差（Ｂｉｎｏｃｕｌａｒ　Ｄｉｓｐａｒｉｔｙ）を有
するため、左目の映像Ｌと右目の映像Ｒがそれぞれ左目と右目によって受信された後の結
像の差異は被観察物体の深さを検出され、脳内にて立体映像Ｓに融合される。
【００４６】
　　　図９と１０、本発明の立体映像表示装置実施例１回転後の立体図と、電気変色素子
の第３電気変色態様図を参照する。立体映像表示装置２を回転し垂直方向に置かれたとき
、立体映像表示装置２の置く位置が回転基軸に対する改変量は検出素子２４によって検出
され、検出信号２４１を制御素子２３に伝送し、制御素子２３より逆方向のバイアス電圧
を第１透明導電素子２２２と第２透明導電素子２２６に印加される。このほか、表示モジ
ュール２１は検出素子（図示しない）より映像の表示方向を改変し、立体映像表示装置２
の置き角度に対応させることができる。本実施例において、検出素子は公知技術の範疇で
あるため、ここでの説明を省略する。このとき、第２電気変色素子２２５に拡散移動され
たイオンは、電場方向改変の影響を受け、逆方向のルートにより電解質層２２４に戻され
、電解質層２２４より第１電気変色素子２２３に拡散移動すると共に、電子は第２電気変
色素子２２５から第２透明導電素子２２６に戻され、第１透明導電素子２２２は第１電気
変色素子２２３に戻し、第１電気変色素子２２３と第２電気変色素子２２５の電気の中性
を維持する。これにより、第２電気変色素子２２５は不透明状態から透明状態へ次第に改
変され、第１電気変色素子２２３は透明状態から不透明状態へ次第に改変されて遮光区域
を形成し、視差バリアを形成する。よって、表示モジュール２１より形成された左目の映
像Ｌと右目の映像Ｒは、第１電気変色素子２２３より形成される視差バリアによって、一
部の重ね映像区域を排除され、脳内にて立体映像Ｓを形成される。引き続き、検出素子２
４より立体映像表示装置２の回転基軸に対する回転量または置き方向の変化を判断し、第
１電気変色素子２２３または第２電気変色素子２２５とも置き方向に対応して視差バリア
を形成することによって、使用者は立体映像表示装置２の置き方向にかかわらずに、もっ
とも自然および適切な方式より表示された立体映像Ｓを鑑賞できる。
【００４７】
　　　図１１と１２、本発明実施例２のブロック図と、使用された電気変色モジュールの
断面視図を参照する。
【００４８】
　　　図において、立体映像表示装置３は、主に表示モジュール３１、電気変色モジュー
ル３２、制御素子３３と検出素子３４とを備える。
【００４９】
　　　電気変色モジュール３２は第１透明基板３２１、第１透明導電素子３２２、複数の
電気変色素子３２３、一つの電解質層３２４、複数の第２電気変色素子３２５、一つの第
２透明導電素子３２６、第２透明基板３２７、少なくとも一つのバリア層３２８、第１保
護層３２９と第２保護層３２９０とを備える。
【００５０】
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　　　本実施例において、表示モジュール３１、制御素子３３、検出素子３４、第１透明
基板３２１、第１電気変色素子３２３、第１透明導電素子３２２、第２電気変色素子３２
５、第２透明導電素子３２６、第２透明基板３２７とバリア層３２８は実施例１に同じの
ため、ここでの説明を省略する。
【００５１】
　　　本実施例と実施例１との異なる点は、電気変色モジュール３２はさらに第１保護層
３２９と第２保護層３２９０を備える。第１保護層３２９は電解質層３２４と第１電気変
色素子３２３との間に設けられ、第２保護層３２９０は電解質層３２４と第２電気変色素
子３２５との間に設けられている。第１保護層３２９と第２保護層３２９０によって、液
体電解質層３２４のパッケージ過程による液漏れ問題と液体電解質層３２４により第１電
気変色素子３２３、第２電気変色素子３２５、第１透明導電素子３２２と第２透明導電素
子３２６の使用寿命を短縮されることを避けられる。そのうち、第１保護層３２９と第２
保護層３２９０は二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、テトラメ
チルジシロキサン（Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌｏｘａｎｅ）またはカーボン－ケ
イ素－酸素膜である。図１３と１４、本発明の立体映像表示装置実施例３のブロック図と
、使用された電気変色モジュールの断面視図を参照する。図において、立体映像表示装置
４は、主に表示モジュール４１、電気変色モジュール４２、制御素子４３と検出素子４４
とを備える。
【００５２】
　　　電気変色モジュール４２は第１透明基板４２１、第１透明導電素子４２２、複数の
第１電気変色素子４２３、一つの電解質層４２４、複数の第２電気変色素子４２５、一つ
の第２透明導電素子４２６と第２透明基板４２７とを備える。
【００５３】
　　　本実施例において、表示モジュール４１、制御素子４３、検出素子４４、第１透明
基板４２１、第１電気変色素子４２３、第２電気変色素子４２５、第２透明導電素子４２
６と第２透明基板４２７の構造と材料は実施例１に同じのため、ここでの説明を省略する
。
【００５４】
　　　本実施例と実施例１との異なる点は、液体電解質層を封止するときの液漏れを避け
るため、本実施例において電解質層４２４は固体電解質が実施されている。そのうち、固
体電解質４２４はプロトン交換膜（Ｐｒｏｔｏｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｍｅｍｂｒａｎｃ
ｅ）、アイオノマー膜（Ｉｏｎｏｍｅｒ　Ｍｅｍｂｒａｎｃｅ）、有機／無機ハイブリッ
ド膜（Ｏｒｇａｎｉｃ－Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　ｈｙｂｒｉｄ　Ｍｅｍｂｒａｎｃｅ）、酸
／アルカリ高分子膜（Ｍｅｍｂｒａｎｃｅ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ａｎｄ
　ｏｘｏ－ａｃｉｄｓ）のいずれかである。そのうち、アイオノマー膜はペルフルオロス
ルホン酸重合体（ｐｏｌｙｍｅｒｉｚｅｄ　ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃ
ｉｄ，ＰＦＳＡ）膜である。
【００５５】
　　　図１５と１６、本発明の立体映像表示装置実施例４のブロック図と、使用された電
気変色モジュールの断面視図を参照する。図において、立体映像表示装置５は、主に表示
モジュール５１、電気変色モジュール５２、制御素子５３と検出素子５４とを備える。
【００５６】
　　　電気変色モジュール５２は第１透明基板５２１、第１透明導電素子５２２、複数の
第１電気変色素子５２３、一つの電解質層５２４、複数の第２電気変色素子５２５、一つ
の第２透明導電素子５２６、第２透明基板５２７、第１保護層５２８と第２保護層５２９
とを備える。
【００５７】
　　　本実施例において、第１透明基板５２１、第１透明導電素子５２２、第１電気変色
素子５２３、電解質層５２４、第２電気変色素子５２５、第２透明導電素子５２６および
第２透明基板５２７の構造、機能及び材料は実施例３に同じなため、ここでの説明を省略
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する。
【００５８】
　　　本実施例と実施例３との異なる点は、電気変色モジュール５２は第１保護層５２８
と第２保護層５２９をさらに備え、第１保護層５２８を電解質層５２４と第１電気変色素
子５２３との間に設け、第２保護層５２９を電解質層５２４と第２電気変色素子５２５と
の間に設けて、電解質層５２４をブロッキングして置き、第１電気変色素子５２３と第２
電気変色素子５２５を保護する。そのうち、第１保護層５２８と第２保護層５２９は二酸
化ケイ素（ＳｉＯ2）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、テトラメチルジシロキサン（Ｔ
ｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌｏｘａｎｅ）またはカーボン－ケイ素－酸素膜である。
【００５９】
　　　このほか、前述した水平、垂直光格子の切換え目的を達成するため、前述各実施例
における、第１電気変色素子（２２３、３２３、４２３、５２３）と第２電気変色素子（
２２５、３２５、４２５、５２５）は正交して配置するほか、材料の選択について、第１
電気変色素子(２２３、３２３、４２３、５２３)が陽極変色のとき、第２電気変色素子(
２２５、３２５、４２５、５２５)は陰極変色される。逆の場合も同じであることが好ま
しい。これにより、第１電気変色素子(２２３、３２３、４２３、５２３)が褪色するとき
に、第２電気変色素子(２２５、３２５、４２５、５２５)は逆方向の機制により、変色さ
れる。第２電気変色素子(２２５、３２５、４２５、５２５)が褪色するときに、第１電気
変色素子(２２３、３２３、４２３、５２３)は変色される。
【００６０】
　　　しかし、前述構造の欠点は、前述第１、第２電気変色素子の着色／褪色機制は相反
しているため、材料の選択において、陰極変色または陽極変色の制限を注意する必要があ
る。前述問題を解決するため、図１７と１８、本発明の立体映像表示装置実施例５のブロ
ック図と使用された電気変色モジュールの断面視図を参照する。図において、立体映像表
示装置６は、主に表示モジュール６１、電気変色モジュール６２、制御素子６３と検出素
子６４とを備える。
【００６１】
　　　電気変色モジュール６２は第１透明基板６２１、複数の第１透明導電素子６２２、
複数の第１電気変色素子６２３、一つの電解質層６２４、複数の第２電気変色素子６２５
、複数の第２透明導電素子６２６、一つの第２透明基板６２７とバリア層６２８を備える
。
【００６２】
　　　前述実施例１ないし４に比べて異なる点は、第１透明導電素子６２２は複数に間隔
置きに第１透明基板６２１に配列され、かつ正、負電圧を交差して印加するときにより、
各第１電気変色素子６２３の左、右両側の第１透明導電素子６２２にそれぞれ異なる電圧
を有し、各第１電気変色素子６２３の間に電圧差を形成させる。第２透明導電素子６２６
も同じ配置方法による。電圧の印加方式も第１透明導電素子６２２のように正、負電圧を
交差して印加する。異なる点は、前述各実施例は一組のバイアス電圧しかなく、ここでは
２組のバイアス電圧より、それぞれ第１電気変色素子６２３と第２電気変色素子６２５を
制御されている。図１９、第１、第２透明導電素子６２２、６２６の設置方式の態様図を
参照する。さらに、第１電気変色素子６２３が変色するとき、第２電気変色素子６２５が
追随して変色しないか、または電解質層６２４のイオンをそのまま第１電気変色素子６２
３に流すことを阻止するには、第２電気変色素子６２６にすべて正電圧を印加させ、電解
質層６２４のイオンを第１電気変色素子６２３の方向に移動させる。逆に、第２電気変色
素子６２５が変色するとき、第１透明導電素子６２２も全て正電圧を印加させ、第２電気
変色素子６２５への移動を助ける。
【００６３】
　　　図２０と２１、本発明実施例６のブロック図と、使用された電気変色モジュールの
断面視図を参照する。図において、立体映像表示装置７は、主に表示モジュール７１、電
気変色モジュール７２、制御素子７３と検出素子７４とを備える。
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【００６４】
　　　電気変色モジュール７２は第１透明基板７２１、複数の第１透明導電素子７２２、
複数の第１電気変色素子７２３、一つの電解質層７２４、複数の第２電気変色素子７２５
、複数の第２透明導電素子７２６、一つの第２透明基板７２７とバリア層７２８を備える
。
【００６５】
　　　実施例５に比べて、本実施例は第１保護層７２９と第２保護層７２９０をさらに備
える。そのうち、第１保護層７２９と第２保護層７２９０の構造および機能は実施例２に
同じなため、ここでの説明を省略する。
【００６６】
　　　このほか、実施例５と実施例６の電解質層６２４、７２４の図面は液体電解質のみ
に例示されているが、前述実施例１ないし４の材料と同じく、固体電解質または液体電解
質を選択できる。材料の詳細は前述実施例に同じなため、ここでの説明を省略する。
【００６７】
　　　以上に説明したものは、本発明の好ましい実施例であり、本発明の実施範疇に制限
を加わるものではない。当技術に熟知するものは、本発明の精神と範疇を逸脱されない、
いかなる等効果変化と修飾とも、本発明の実用新案請求範囲に含まれる。
【００６８】
　　　以上に説明された通り、本発明による立体映像表示装置及びその電気変色モジュー
ルは特許の発明性を有し、産業上の利用価値を有する。よって、発明者は特許法により、
特許出願を提出する。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　　　　　立体映像表示装置
　１１　　　　　　シャッター式メガネ
　１２　　　　　　液晶表示パネル
　１３　　　　　　バックライト
　２　　　　　　立体映像表示装置
　２１　　　　　　表示モジュール
　２２　　　　　　電気変色モジュール
　２２１　　　　　第１透明基板
　２２２　　　　　第１透明導電素子
　２２３　　　　　第１電気変色素子
　２２４　　　　　電解質層
　２２５　　　　　第２電気変色素子
　２２６　　　　　第２透明導電素子
　２２７　　　　　第２透明基板
　２２８　　　　　バリア層
　２３　　　　　　制御素子
　２４　　　　　　検出素子
　２４１　　　　　検出信号
　３　　　　　　立体映像表示装置
　３１　　　　　　表示モジュール
　３２　　　　　　電気変色モジュール
　３２１　　　　　第１透明基板
　３２２　　　　　第１透明導電素子
　３２３　　　　　第１電気変色素子
　３２４　　　　　電解質層
　３２５　　　　　第２電気変色素子
　３２６　　　　　第２透明導電素子
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　３２７　　　　　第２透明基板
　３２８　　　　　バリア層
　３２９　　　　　第１保護層
　３２９０　　　　第２保護層
　３３　　　　　　制御素子
　３４　　　　　　検出素子
　３４１　　　　　検出信号
　４　　　　　　立体映像表示装置
　４１　　　　　　表示モジュール
　４２　　　　　　電気変色モジュール
　４２１　　　　　第１透明基板
　４２２　　　　　第１透明導電素子
　４２３　　　　　第１電気変色素子
　４２４　　　　　電解質層
　４２５　　　　　第２電気変色素子
　４２６　　　　　第２透明導電素子
　４２７　　　　　第２透明基板
　４３　　　　　　制御素子
　４４　　　　　　検出素子
　４４１　　　　　検出信号
　５　　　　　　立体映像表示装置
　５１　　　　　　表示モジュール
　５２　　　　　　電気変色モジュール
　５２１　　　　　第１透明基板
　５２２　　　　　第１透明導電素子
　５２３　　　　　第１電気変色素子
　５２４　　　　　電解質層
　５２５　　　　　第２電気変色素子
　５２６　　　　　第２透明導電素子
　５２７　　　　　第２透明基板
　５２８　　　　　第１保護層
　５２９　　　　　第２保護層
　５３　　　　　　制御素子
　５４　　　　　　検出素子
　５４１　　　　　検出信号
　６　　　 立体映像表示装置
　６１　　　　　　表示モジュール
　６２　　　　　　電気変色モジュール
　６２１　　　　　第１透明基板
　６２２　　　　　第１透明導電素子
　６２３　　　　　第１電気変色素子
　６２４　　　　　電解質
　６２５　　　　　第２電気変色素子
　６２６　　　　　第２透明導電素子
　６２７　　　　　第２透明基板
　６２８　　　　　バリア層
　６３　　　　　　制御素子
　６４　　　　　　検出素子
　７　　　　　　立体映像表示装置
　７１　　　　　　表示モジュール
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　７２　　　　　　電気変色モジュール
　７２１　　　　　第１透明基板
　７２２　　　　　第１透明導電素子
　７２３　　　　　第１電気変色素子
　７２４　　　　　電解質
　７２５　　　　　第２電気変色素子
　７２６　　　　　第２透明導電素子
　７２７　　　　　第２透明基板
　７２８　　　　　バリア層
　７２９　　　　　第１保護層
　７２９０　　　　第２保護層
　Ｅ　　　　　　肉眼
　Ｌ　　　　　　左目の映像
　Ｒ　　　　　　右目の映像
　Ｓ　　　　　　立体映像

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】
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